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台風 15 号による千葉県の停電はずいぶん長引き、

一旦 15 日後に停電が解消されたと発表されたもの

の、3 週間経った現在でも東京電力のホームページ

では、「低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭

で停電が継続している場合がございます。」となっ

ています。停電になるとポンプが使えず断水になる

地域も出てきて、電気も水もないという非常事態に

なります。 

停電、断水というと、30 年近く前、フィリピン

のマニラに赴任した時のことを思い出します。1 日

の停電時間が 3 時間ほどと聞いていたので、小さな

ポータブル発電機を持参しました。実際には、3 時

間程度であれば冷蔵庫の扉さえ開けなければ生活

上大きな支障はなく、その発電機を使うことは、当

初はありませんでした。 

新聞には、半年もすれば停電はなくなるというエ

ネルギー担当大臣の発言が載っていたので、その発

電機を活用する機会はないだろうと思っていたの

ですが、停電時間は着実に増えていき、10 時間ほ

どになる日も出てきました。そうなると、小型発電

機では間に合いません。そこで、日本から業務用の

大きな発電機を輸入し、騒音防止のため犬小屋を一

回り大きくしたようなコンクリート製の小屋を作

り、その中に収納しました。水は、電気が通ってい

る間に、貯水槽にいっぱい貯めこみ、それでも足り

ないときは、小さなプールがあったので、その水で

トイレを流したりしました。 

千葉でもかつてのマニラ同様、復旧見通しが甘か

ったようですが、先進国であるはずの我が国におい

て、21 世紀に入って 20 年近く経とうとしている中

で、台風の影響で 3 週間も停電が続くとは信じがた

い思いです。 

災害があると、「想定外」という言葉がよく使わ

れますが、強い台風が日本を襲うということは誰も

が想定できるはずで、それにもかかわらずこうした

事態になるということは、想定に基づく対策コスト

が大きすぎるということなのでしょうか。 

今回の台風では、日本を代表する世界的企業の

70m の煙突が倒れたという報道もありました。煙突

が倒れればしばらくは操業できないことが自明で

も、台風が来ても煙突は倒れないと判断されていた

のでしょうか。熾烈な国際競争の下、業務に忙殺さ

れている中で、不要となった煙を外に出す最終出口

にはなかなか目が届かなかったのでしょうか。公害

が深刻だった時代との類似点があるような気がし

ないでもありません。 

さて、協会の主要業務ですが、CO2 排出削減対策

強化誘導型技術開発・実証事業関係では、過去に実

施された課題のフォローアップのための書面調査

結果を整理中です。 

環境研究総合推進費関係では、9 月中旬に企画委

員会が開催され、その後環境再生保全機構から令和

2 年度新規課題の公募が開始されました。過去に実

施された推進費研究課題の追跡調査については、10

月の追跡評価委員会に中間報告する予定です。 

海水中のマイクロプラスチックのモニタリング

手法の調和等に向けた検討業務については、悪天候

のため延期していた相模湾でのサンプリングを9月

上旬に実施することができました。10 月上旬にか

けてマイクロプラスチック濃度の分析を行い、その

後、昨年度の東京湾での調査結果と合わせて解析を

行います。 

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よ

ろしくお願いいたします。

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂東英子おばあちゃん、華奢な体でいらっしゃる

ので、弟子でもいて飴作りをしておられるのかと思

いきや、御年 88 歳でありながら、今でもご自分で

飴作りをしていらっしゃる。 

お店に並ぶガラス容器の中が少し寂しくなった

とみると、一度に 20 から 30kg の砂糖を、ある日

の朝 5～6 杯の鍋に別け入れ、それがドロリとした

飴状になるまで約1時間程度かき混ぜながらひたす

ら煮詰める。飴の種類に応じて、どこかの段階で加

熱を止め、適度な硬さになるまで冷やしながら、そ

のドロリを別の大盆にゆったりと垂らし、蛇状に固

まりつつあるドロリを手ごろなサイズに大鋏で切

る。固まり切ってしまう前に、その角張った切り口

を滑らかにするために、上手に指で摘んでできるの

が、前回掲載の写真にある「御代の石」銘の不定形

のゴロリ。 

ここまでの作業は、（多分、始めたら手を止める

ことができない）一気呵成の仕事。もしこの作業を

一人でやることを想像するだけで、自分なんぞは白

旗掲げて御免こうむると逃げてしまうこと間違い

ない家業を、このおばあちゃんは 60 年以上営々と

続けてきている。その事実を知ると、只々頭が下が

るのみ。 

何が英子おばあちゃんのこの生き様を支えてい

るのか、そこに自分が抱く京都の不思議の源に関す

る解の一つがあるのかもしれない。 

 

さて、本環境研究協会ニュースの片隅をお借りし

て紙面を汚している以上、環境に関わる話をオチに

したいと、いつのころからか考えるようになった。

京都と「環境」との係わりを小生なんぞが書かずと

も、その道の泰斗が正面から切り込んだ解説・総説

私が尊敬してやまない「坂東飴」屋さんの名誉のために、一言。 

表の軒下（実は陽ざしが強い日にはテント状の仮設軒先がもう少し下がっている）の板壁が古びて色

が黒ずみ、文字とのコントラストがなくなっているため、“老舗 坂東飴“の文字に気付かなかった。私だ

けでなく、それと気づく人は少ないと思われる。でも、そんなことに頓着もせず、英子おばあちゃんは今

日も働く。 
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は世に数多あり、そこに愚説を付け加えても物笑い

の種になるばかり。そこで、「坂東飴」と「環境」

の話？をひとくさり。 

飴作りには、仕込んだ以上途中で手を止めずに終

えてしまわなければならない一連の作業があるこ

とは、上に述べた通り。この家業を、手作り一筋で

支えるとなると、長年にわたって培ってきた経験に

基づく職人的な感の働かせどころがあることは間

違いなさそうである。そう思って英子おばあちゃん

の話をもう一度振り返ってみると、環境の変化に対

応しながら、やがて 100 年近く生き延びてきた家業

の歴史が浮き彫りになる。 

ドロリの飴を適度な硬さ迄冷やすために、この地

の地下水は大変貴重であったと英子おばあちゃん

は仰る。地下水は水温の変化が小さく、季節を問わ

ず一定のやり方で同程度に冷却効果が見込めるこ

とから、朝の仕込みからどの程度の時間で鋏入れに

移るか、凡その見当がついた。それが近くまで阪急

京都線が延伸してきたことにより、水脈が変わり、

自宅の庭で汲み上げていた井戸水が出なくなった。

仕方なく、冷却を水道水に頼るようにしたものの、

水道水の温度は季節によって大きく変化する。飴の

固まり具合が日々変化することから、大変な思いを

しながら飴の状態変化に気を遣わざるを得なくな

った。加えて、近年の気候変動のせいでその水道水

の温度も夏季には上昇の幅が著しく、最近では昼近

くなると「飴」を冷やしきることが難しいくらいに

水温が高くなることもあるようになった、とのこと。 

なんと、気候変動の影響はここに既に顕れている。

私にとっては、極域の氷河の融解も重要な気候変動

問題だが、「坂東飴」の行く末の方が気懸かりな問

題でもある。 

そんな愚痴ともとれることを仰りながらも、英子

おばあちゃんは、やれ「気候変動適応法」によっか

かって･･･、などと面倒くさいこととは無縁に、幾

多の環境変動に適応しながら黙々とこれまで通り

「坂東飴」を作ってくれているのである。やはり「京

都」は、只者の棲み処ではなさそうである。 

 

追記：今どきならば、機械化・自動化された製造

装置を採用すれば、適切な時間管理や、センサーを

使ったモニター・システムで適切な温度管理を行い、

飴の製造はできるであろう。しかし、それには資本

が必要。資本を投じた以上、それを回収出来るだけ

の大きなマーケットと、大量の生産品の搬送を支え

る流通網と、･･･が必要、となるであろう。そうな

れば、「飴」という製品は資本主義市場の対象から

外れ、いずれ姿を消す運命にあるのかもしれない。

手作りであればこそ生き残る品物のように思うよ

うになってきた。           （了）

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等低炭素化技術開発分野は、建築された構

造物の低炭素化を図る技術開発・実証を対象としま

す。例えば、建物外皮・設備機器(空気調和・換気・

照明・給湯・昇降機・他の電気機器)の省エネ化・創

エネ化(コジュネレーション・太陽光発電等)、エネ

ルギーマネージメント、それらを総合化した住宅や

オフィスの ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)化へのア

プローチ、建築資材・建築工法・電力融通システム

等の低炭素化など、建築物および建築物関連技術に

おける低炭素化のための技術開発・実証等が対象で

す。 

本分野では、現在、9 件の事業が進行中ですが、

ここでは、平成 29 年度にスタートして 3 年目に入

っている事業 4 件および平成 30 年度にスタートし
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本年度終了予定の 2 件、計 6 件を事業者が作成した

資料を引用しつつ紹介します。標題の事業者名は、

代表事業者名ですが、共同実施者名を文末に記載し

ました。環境省の CO2 排出削減対策強化誘導型技

術開発・実証事業のホームページ

(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/

ongoing.html）には、 すべての採択課題の概要が

掲載されていますので参照ください。

 

◎自然冷媒セントラル空調向けチラーの技術開発・実証 

 (平成 29～31年度 パナソニック株式会社アプライアンス社) 

 

ビル、総合病院、ショッピングモール等の大型施

設の空調では、熱源機器を一ヶ所に集中させて設置

し、冷温水を建築物内の空調空間ごとに複数台設置

した空気調和機に送水し、冷風または温風を発生す

ることで冷暖房を行うセントラル空調が採用され

ています。循環する冷温水の温度管理を行い循環送

水する装置はチラーと呼ばれていますが、チラーを

開発するに際し、本事業では、冷媒として、温室効

果がゼロ、オゾン層破壊性がゼロ、毒性もなく、不

燃性である自然冷媒の水を採用しています。水は、

一定温度におけるエネルギー消費効率も高い省エ

ネに適した究極の冷媒と言われています。 

「圧縮と凝縮」、もしくは「圧縮と蒸発」を同時

に行う新規高効率圧縮デバイスと、低温度差で熱交

換可能な新規高効率熱交換デバイスを開発し、図 1

に描かれたように、無段階冷却ターボ圧縮機、凝縮

エジェクタ、噴霧式蒸発器から成る冷凍サイクルを

構築し、熱損失を最小化し、省エネ効果を産み出し、

CO2排出削減に貢献しようとしています。 

 

 

 

図１．水を冷媒とするセントタル空調向けチラーの技術開発・実証による CO2排出削減技術 
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◎人流・気流センサを用いた屋外への開放部を持つ空間の空調制御手法の開発・実証 

 (平成 29～31年度 国立大学法人神戸大学) 

 

地下街、駅、空港等は、屋外との境界が開放状態

となっている場合が多く、冷暖房への外気負荷の影

響が大きな建築物空間です。この空間を利用する人

の行動特性も複雑です。神戸市の中心地である三宮

の地下街「さんちか」は、1 日当たり平均 15 万人

が往来する屋外開放部を複数有するショッピング

モールです。 

本事業ではこの地下街を対象とし、まず屋外への

出入口付近の風量を制御（正圧化）して外気の流入

を抑制しています。次に、地下街多地点に設定した

温湿度やセンシングデータを基に AI 支援によって、

人流（人の分布等）や温湿度を予測し、ブロック単

位で気流（空気流量、外気量、温湿度等）を予測・

制御し、最適な運用計画を導き出す空調制御手法を

開発、適用しています。快適性を確保した上で、空

調消費エネルギーの 50％削減を目的としています

（図 2）。空調負荷を処理するタイミングを調節し、

熱源を常に高効率運転します。「さんちか」で開発

した空調制御手法が他の屋外開放部を持つ空間へ

適用可能になるように汎用化を目指しています。な

お、標題の空調は、空調・換気の略記表示です。 

本課題は、標記代表事業者および共同実施者((株)

日建設計総合研究所・創発システム研究所・神戸地

下街(株))の連携事業として進めています。 

 

 

◎空調機器の消費電力を削減する省エネ換気機器の技術開発と実証 

(平成 29～31年度 三菱電機株式会社) 

 

空気中の湿気は熱を蓄える性質を有しています。

熱には、温度変化を伴う熱と温度変化を伴わない熱

（蒸発熱、融解熱）があり、両方を合わせて全熱と

呼びます。全熱交換器とは、全熱の異なる給気と排

気を伝熱性、透湿性、空気バリア性を有する仕切板

を介して接触させ、温度差だけでなく湿度差に応じ

て水分移動を伴った熱移動を促す装置です。全熱を

効率良く回収することができ、換気による室内の快

適性維持と高い省エネルギー効果を同時に実現す

ることができます。 

 

図 2．人流データに基づく気流制御の技術開発・実証による CO2 排出削減技術 
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キチンナノファイバー（NF）は、カニ殻由来の

新素材です。本事業では、この新素材で作成した平

面シートを静止型の全熱交換器の給気流路と排気

流路の仕切板(図 3)として活用し、室外の空気を室

内に給気する際に、室外よりも夏場は低温、冬場は

高温に調節された室内空気の室外への排気と全熱

交換し予熱をすることで省エネ換気を行い、低炭素

社会の実現を目指しています。 

なお、本課題は、標記代表事業者および共同実施

者(鳥取大学)の連携事業として進めています。

 

 

 

 

◎セルロースナノファイバーを利用した建築物の開口部の大幅な断熱を実現する技術開発・実証 

 (平成 29～31年度 (株)レニアス) 

 

我が国の CO2 排出量の 16%は住居から生成して

おり、その 1/4 は空調に依存するため、居住中のエ

ネルギー消費を減らすことは、CO2排出削減を大き

く促す(環境省 HP)と言われています。住居に出入

りする熱エネルギーの大半は建築物外皮の開口部

に起因するため、窓や窓枠の断熱性や気密性を高め

る技術の開発は、省エネに直結し、高い CO2排出削

減効果をもたらすと考えられています。 

熱可塑性エンジニアリングプラスチックのポリ

カーボネート(PC) は、透明性、耐衝撃性、耐熱性、

難燃性、加工性などにおいて、高い物性を示すため、

本事業では、従来のガラス窓に換えて中空ナノシリ

カ断熱コート・PC 窓および中空ナノシリカ・セル

ロースナノファイバー（CNF）断熱コート・PC 窓

を開発しました。CNF で補強された窓枠と一体化

させ、窓面積が大きく採光性に優れた断熱性の高い

窓構造物を製作し、エネルギー消費を抑えることで

CO2排出削減に寄与することを目指しています（図

4）。 

なお、本課題は、標記代表事業者および共同実施

者（玄々化学工業(株)・イオインダストリー(株)・倉

敷紡績(株)）の連携事業として進めています。

図 3．キチンナノファイバシート仕切版を用いた全熱交換器の技術開発・実証

による CO2 排出削減技術 
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◎電力創出機能を有した高効率ターボ冷凍機の開発（平成 30～31年度 三菱重工サーマルシステムズ株式会社） 

 

事務所、ビルなどの建築物で使われるエネルギー

の約 30%が冷暖房熱源機用に消費されています。冷

房熱源機の中で、最も容量が大きい装置はターボ冷

凍機であり、エネルギー消費量削減のための改良が

成されてきました。エネルギー消費量を減らすため

の技術は、省エネ技術と創エネ技術に分けられます

（環境省 HP）。 

本事業では、省エネ技術に加えて、図 5 の黒色線

ループが示す冷凍サイクル（圧縮機、凝縮器、膨張

弁、蒸発器）に対し、膨張過程における損失エネル

ギーを朱色線が示す分を膨張タービンで動力とし

て回収して電力に変換する創エネルギー技術を開

発しています。発電された電力は冷凍機本体や補機

で使用することで冷凍機のシステム効率を高める

ことが可能です。また、冷媒としては地球温暖化へ

の寄与が CO2以下と小さく、オゾン層破壊の恐れが

全くない HFO 系冷媒を採用しています。創エネ技

術を搭載した高効率ターボ冷凍機を提案、技術開

発・実証し、CO2排出削減に貢献しようとしていま

す。 

なお、本課題は、標記代表事業者および共同実施

者（三菱重工業株式会社）の連携事業として進めて

います。

 

 

図 4．断熱性を向上させた窓の技術開発・実証による CO2 排出削減技術 

 

図 5．エネルギーを創る高効率ターボ冷凍機の技術開発・実証による CO2排出削減技術 

中空ナノシリカ断熱コート

を塗布した PC 窓 

CNF 添加樹脂で補強され

た断熱窓枠 
モデルルームでの実体評価 

図 4．断熱性を向上出せた窓の技術開発・実証による CO2排出削減技術 
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◎自然エネルギーとヒートポンプを併用する躯体スラブ蓄熱放射冷暖房システムに関する技術開発 

(平成 30～31年度 立命館大学)   

 

建築物は土地に定着しているため、建物を支える

構造部材(躯体)、地中、水などが容量の大きな蓄熱

媒体となっています。ヒートポンプを併用する躯体

スラブ蓄熱放射冷暖房システム（図 6）とは、躯体

である鉄筋コンクリートの構造床（スラブ）に、冷

暖房用の循環水を通じる配管を埋設、蓄熱体とし、

循環水の温度を変えることで室内側スラブ表面温

度を調節し、スラブ上下に広がる室内を放射冷暖房

するシステムを指し、ファンコイルユニットなどの

空気を加熱・冷却するシステムの削減を可能とする

空調技術の構築を意識しています。地中熱は、地中

という蓄熱媒体に垂直井戸のボアホール、水平配管

を埋設し、躯体スラブ蓄熱体との間に組んだ循環水

系統を介して地中による採熱を行い、熱エネルギー

を搬送しています。太陽熱は屋上に設置した太陽熱

集熱器によって日射熱を採熱し、循環水の加温に使

用しています。システムの運転は 4 モード切替（①

冬季冷排熱を利用した季節を越えた地中への熱貯

蔵（季節間蓄熱）による夏季の冷房、②地中熱を熱

源としたヒートポンプによる冷房、③夏季温排熱を

利用した季節間蓄熱による冬季の暖房、④地中熱を

熱源としたヒートポンプによる暖房）で行っていま

す。本事業では、従来の空調エネルギー消費量の

50%以上を削減できることを実証し、CO2排出削減

対策技術として貢献しようとしています。 

なお、本課題は、標記代表事業者および共同実施

者(安井建築設計事務所) の連携事業として進めて

います。 

 

 

図 6．自然エネルギーとヒートポンプを併用する躯体スラブ蓄熱放射冷暖

房システムの技術開発・実証による CO2 排出削減技術 
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2(月),3(火),5(木)：マイクロプラ事業 第 3 期海洋調査 

（相模湾） 

4(水)：推進費制度 追跡評価打合せ（協会） 

5(木)：推進費制度 第 2回 PD,PA,PO情報交換会 

（AP東京丸の内） 

6(金)：CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

9(月)：CO2 対策事業 検討会に出席（大阪） 

10（火）：CO2 対策事業 検討会に出席（新大阪） 

11(水)：推進費制度 中央環境審議会 自然環境部会に参加 

（航空会館）  

12(木)：推進費制度 中央環境審議会 循環型社会部会に参

加（TKP赤坂駅） 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京）,(環境省) 

マイクロプラ事業 打合せ（協会） 

13(金)：CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

18(水)：推進費制度 第 2 回環境研究企画・推進委員会を開催

及び出席（ERCA東京事務所） 

19(木)：CO2 対策事業 打合せ（協会） 

20（金）：CO2 対策事業 検討会に出席（環境省） 

CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

24（火）：CO2 対策事業 検討会に出席（環境省）,(埼玉) 

25（水）：推進費制度 追跡評価打合せ（環境省） 

27（金）：CO2 対策事業 キックオフに出席（環境省） 

CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務 

  CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・ 

実証事業管理・検討等事業 

  マイクロプラ事業：マイクロプラスチックのモニタリング手法 

の標準化及び調和に向けた検討業務 

ERCA：独立行政法人環境再生保全機構

 

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4 

 TEL：03-5812-2105 

 FAX：03-5812-2106 

 E-mail：airies@airies.or.jp 

 Homepage：http://www.airies.or.jp 

 

(日本学術会議協力学術研究団体) 


